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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２００９年 ５月分
No.２７０

愛なくば、政治は死す! 中曽根康弘語録 2
柳本卓治/著 産経新聞出版/発行
2009.5 324p 20cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1619 号】

発行日
発 行

平成 21(2009)年 6 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：館内サービス係）
TEL 027(231)3008 , FAX 027(235)4196

尾瀬ミニブック
群馬県自然環境課尾瀬保全推進室/発行
2009.3 37p 21cm
【受贈】

・本紙は新聞等及び当館で入手した群馬県関係資
料の出版情報です。
・同じ分類の中は書名の５０音順（書名等が不確
定なものは［ ］で表示）に並んでいます。
・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
・群馬県立図書館では県関係資料の収集、情報入
手に努めておりますので、情報をお持ちの方は
当館までご一報いただければ幸いです。

金井之恭君略傳
金井之和/発行
[2009] 22p 23cm
金井之恭氏は佐波郡生まれの書家

【受贈】

金井之恭略歴
金井之和/発行
[2009] [48p] 28cm
金井之恭氏は佐波郡生まれの書家

【受贈】

かわうち史跡ガイドブック ポケット版
川内地区生涯学習推進委員会(桐生市)/発行
[2009.4] 44p A5 判
【viva!amigo5/8】
北関東ドライブマップ
NEXCO 東日本/発行
2009.4 40p 26cm

０ 総記
議会図書室の概要 平成２１年６月
群馬県議会図書室/編集･発行
2009.6 14p 30cm

【受贈、上毛 5/10】

グラフぬまた フォト・ギャラリー
沼田市/発行
2009.4 23p 30cm
【受贈】

群馬美少女図鑑 vol.２
トロワデザイン(高崎市)/発行
2009.5 97p 21cm
県内在住の女性をモデルにした情報誌 【受贈】

№３
【受贈】

群馬県・今井学校遺跡 2008年の調査成果
古墳時代の豪族居館跡
新潟大学人文学部考古学研究室/編集･発行
2009.5 二つ折り 30 × 42cm
【受贈】
真田三代 幸村と智謀の一族
橋場日月/著 学研/発行
2009.5 343p 15cm 667 円
（ 学研 M 文庫 は-9-2 ）
【TRC 新刊案内 1619 号】
真田氏三代 真田は日本一の兵
笹本正治/著 ミネルヴァ書房/発行
2009.5 18,373,6p 20cm 3000 円
（ ミネルヴァ日本評伝選 ）
【TRC 新刊案内 1618 号】

1 哲学･宗教

渋川市誌研究 第１号
渋川市教育委員会教育部文化財保護課/編集
渋川市教育委員会/発行
2009.3 23p 21cm
【受贈】
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〔2009.6〕

渋川市市内遺跡Ⅱ(しぶかわししないいせきに)
平成19年度市内遺跡発掘調査事業に伴う調査報告
書
渋川市教育委員会/編集･発行
2009.3 32p 写真図版 7p 30cm
【受贈】

闘争人 松田直樹物語
二宮寿朗/著 三栄書房/発行
2009.6 216p 19cm 1524 円
松田直樹氏は桐生市生まれ
【桐生ﾀｲﾑｽ 5/20、TRC 新刊案内 1619 号】

首相の蹉跌 ポスト小泉権力の黄昏
清水真人/著 日本経済新聞出版社/発行
2009.4 7,399p 20cm 1900 円
福田康夫氏に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1618 号】

富岡小舟遺跡(とみおかこぶねいせき) 東富岡駅
北区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
富岡市教育委員会/編集･発行
2008.3 186p 写真図版 36p 30cm
【受贈】
長坂古墳(ながさかこふん) 民間開発に伴う埋蔵
文化財発掘調査
北群馬郡吉岡町教育委員会/発行
2009.3 20p 写真図版 12p 30cm
【受贈】

白井玉椿遺跡(しろいたまつばきいせき) (株)メ
モリード祭事場建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
渋川市教育委員会/編集･発行
2009.3 10p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

七日市六反田遺跡Ⅱ(なのかいちろくたんだいせ
きに) 店舗建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書
富岡市教育委員会/編集
富岡市七日市六反田遺跡調査会/発行
2008.8 22p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

青雲塾レポート 第５４号 ｢国の行方とリーダ
ーの条件｣ 読売新聞グループ本社会長・主筆渡
辺恒雄氏との対談 塾長中曽根康弘
青雲塾/発行
2009.4 30p 21 × 30cm
中曽根康弘氏の対談の記事あり
【受贈】
静観
小渕小夜子/著[･発行]
[2009.5] 91p A4 判
初代小渕光平元衆院議員･小渕恵三元首相･小渕
光平元中之条町長･小渕家についての資料
著者は故小渕光平元中之条町長の妻【上毛 5/19】

丹生地区遺跡群(にゅうちくいせきぐん) 県営畑
地帯総合整備事業丹生地区に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書
富岡市教育委員会/編集･発行
2009.3 3 冊 付図 15 枚 30cm
本文編：513p
図版編：656p
写真図版編：8,84,18,34,172,47,9,37,32,2,34,7p
【受贈】

瀧沢石器時代遺跡(たきざわせっきじだいいせき)
縄文ワールド in 渋川あかぎ
渋川市教育委員会/編集･発行
2009
[7p] 30cm
【受贈】
魂の指定席
本井康博/著 思文閣出版/発行
2009.5 240,9p 20cm 1900 円
（ 新島襄を語る 6 ）
新島襄に関する入門書【TRC 新刊案内 1618 号】

福島稲荷木遺跡(第1～3次調査)・福島稲荷木Ⅱ遺
跡・福島稲荷木Ⅲ遺跡(ふくじまいなりぎいせき･
ふくじまいなりぎつーいせき･ふくじまいなりぎ
すりーいせき) 玉村町文化センター建設・玉村
町文化センター内耐震性貯水槽建設・町道2109号
線拡幅工事・警察官派出所建設に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書
佐波郡玉村町教育委員会/編集･発行
2009.3 98p 写真図版 33p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

地域の歴史・文化
群馬県立万場高等学校/発行
2009 105p 30cm
｢地域の歴史・文化｣の授業で使用する準教科書
【受贈】
津久田上安城遺跡(つくだかみあじろいせき) 平
成18年度市内遺跡発掘調査事業に係る埋蔵文化財
発掘調査報告書 －平安時代製鉄炉を伴う集落の
調査－
渋川市教育委員会/編集･発行
2009.3 99p 写真図版 19p 30cm
【受贈】

〔2009.6〕

新潟大学考古学研究室調査研究報告 ９
－群馬県伊勢崎市－原之城遺跡(げんのじょうい
せき)測量調査概要報告・今井学校遺跡(いまいが
っこういせき)発掘調査報告
新潟大学人文学部考古学研究室/編集
新潟大学人文学部/発行
2009.3 72p 写真図版 12p 26cm
【受贈】

まちかど写真展 写真集 渋川市誌研究資料集
第１集
渋川市教育委員会教育部文化財保護課/編集
渋川市教育委員会/発行
2009.3 31p 30cm
【受贈】
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まちなか散策ガイド 館林駅からつつじが岡公園
までのちょっと楽しい歩き方
まちづくりを考える研究グループ(まち研)/発
行
2009.4 折りたたみ 15 × 42cm
【受贈、上毛 5/2】

群馬県公立高等学校入学者選抜結果 平成21年度
群馬県教育委員会高校教育課/発行
2009 2p 30cm
【受贈】
群馬県消費者物価指数 平成２０年度報 群馬県
小売物価統計調査結果（平成１７年基準）
群馬県企画部統計課/発行
2009.4 8p 30cm
【受贈】

三原田諏訪上遺跡Ⅴ(みはらだすわがみいせきご)
南雲諸峯遺跡(なぐももろみねいせき) 平成18年
度市内遺跡発掘調査事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書－縄文時代中期・平安時代集落の調査－
渋川市教育委員会/編集･発行
2009.5 24p 写真図版 7p 30cm
【受贈】

群馬県内の障害者施設等の授産製品・作業
群馬県健康福祉部障害政策課/発行
2009.5 43p 30cm
【受贈】
ぐんまＤＶ対策基本計画 暴力のない社会の実現
を目指して 改訂版 配偶者暴力防止法に基づく
基本計画（平成２１～２５年度）
群馬県生活文化部人権男女共同参画課/発行
2009.3 49p 30cm
【受贈】

屋敷Ⅱ遺跡・屋敷Ⅱ遺跡（第2次調査）(やしきつ
ーいせき･やしきつーいせき(だいにじちょうさ))
町道2109号線拡幅工事に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書
佐波郡玉村町教育委員会/編集･発行
2009.3 105p 写真図版 49p 30cm
【受贈】
横丹遺跡(よこたんいせき) 物流倉庫建設に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書
佐波郡玉村町教育委員会・玉村町遺跡調査会
/編集･発行
2009.3 29p 写真図版 8p 30cm
【受贈】
るるぶ尾瀬 [2009]
JTB パブリッシング/発行
2009.6 105p 26cm 981 円
（ るるぶ情報版 ） 【TRC 新刊案内 1620 号】

群馬歴史民俗 第３０号
群馬歴史民俗研究会/編集･発行
2009.3 76p 21cm

【受贈】

高体連 第５９号（平成２０年度）
群馬県高等学校体育連盟/編集･発行
2009.5 395p 26cm

【受贈】

国際地域学研究 第１２号
東洋大学国際地域学部(邑楽郡板倉町)/編集･発
行
2009.3 220p 30cm
【受贈】
施策の概要 平成２１年度
群馬県教育委員会生涯学習課/発行
2009 59p 30cm

児童・生徒保健活動の実践記録 第３５号
平成２０年度
渋川北群馬地区学校保健会/発行
2009 [72p] 30cm
【受贈】

3 社会科学
Ｉｎｔｒｏ 学びへのいざない ２００９
高崎経済大学経済学会/編集･発行
2009 76p 21cm
【受贈】
片品村の暮らしと伝統文化
片品民俗研究会/発行
2009.3 [162p] 30cm

【受贈】

[情報紙] 創刊号
渋川市/発行
2009.5 A4 判
奇数月発行。名称を公募中

【受贈】

【上毛 5/21】

選挙の記録 平成２１年１月２５日執行
群馬県議会議員補欠選挙（前橋市・勢多郡選挙区）
群馬県選挙管理委員会/編集･発行
2009.3 122p 30cm
【受贈】

桐生市議会会議録 平成２１年第１回定例会
平成21年2月26日開会 平成21年3月19日閉会
桐生市議会事務局/発行
[2009.3] 487,83p 30cm

地域政策を考える 2030年へのシナリオ
佐々木茂・味水佑毅/編著
高崎経済大学附属地域政策研究センター/編集
協力 勁草書房/発行
2009.5 6,269p 21cm 2600 円
群馬に関する記述あり
佐々木氏は高崎経済大学経済学部教授
味水氏は高崎経済大学地域政策学部講師【受贈】

群馬県教育振興基本計画
群馬県教育委員会事務局総務課/編集
群馬県/発行
2009.3 164p 30cm
【受贈】
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〔2009.6〕

中体連のあゆみ ５２号 平成２０年度
群馬県中学校体育連盟/編集･発行
2009.3 290p 30cm
【受贈】
扉からドラマ 榛名・高崎合併をめぐる住民運動
１０００日の記録
榛名２１世紀の会/発行
2009.2 213p 30cm 2000 円
【受贈、ぐんま経済 5/21】
はぐくみガイド
群馬県･群馬県教育委員会/発行
2009 27p A4 判

【上毛 5/11】

文化しぶかわ 第３号
渋川市文化協会/発行
[2009.3] 16p 30cm

【上毛 5/20】

保健の歩み ５６
北群馬渋川地区学校保健会/発行
2009.3 95p 30cm

【受贈】

前橋市各会計承継予算の概要
分）説明資料 平成２１年度
（平成２１年５月臨時会）
前橋市/発行
2009 9p 30cm

【受贈】

【受贈】

【受贈】
群馬県外来植物チェックリスト ２００８年版
大森威宏/編集 群馬県立自然史博物館/発行
2009.3 152p 30cm
【受贈】
群馬県県立病院改革プラン（計画期間：平成２１
年度～平成２３年度）
群馬県病院局/発行
2009 88p 30cm
【受贈】
群馬県県立病院改革プラン 概要版（計画期間：
平成２１年度～平成２３年度）
群馬県病院局/発行
2009 11p 30cm
【受贈】

要覧 平成２１年度
群馬県教育委員会事務局西部教育事務所/発行
2009 7p 30cm
【受贈】

群馬県立自然史博物館研究報告 １３号
群馬県立自然史博物館/編集･発行
2009.3 155p 30cm
【受贈】
子どもの救急ってどんなとき？
ンフレット
[群馬県/発行]
2009

【受贈】

小児医療啓発パ
【上毛 5/23】

榛東八幡ホタルの郷 ホタルと共に歩んだ10年の
足あと
榛東八幡ホタルの会/発行
2009.5 36p 30cm
【受贈】

【受贈】

臨時市議会議案書（報告第１３号関係）平成２１
年５月
前橋市/発行
2009 2p 30cm
【受贈】
〔2009.6〕

平成２１年５月

きくいただき №３６ 平成２１年５月
日本野鳥の会吾妻支部/発行
2009.5 60p 26cm
【受贈】

みどり市地震防災マップ（揺れやすさマップ）
（地域の危険度マップ）
みどり市建設課/発行
2009.3 二つ折り 30 × 42cm
【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 5/6】

臨時市議会議案書 平成２１年５月
前橋市/発行
2009 292p 30cm

臨時市議会議案説明資料
（報告第１３号関係）
前橋市/発行
2009 2p 30cm

【受贈】

外来植物の脅威 群馬県における分布・生態・諸
影響と防除方法
石川真一・清水義彦・大森威宏・増田和明・
柴宮朋和/著
上毛新聞社事業局出版部/発行
2009.4 70p 21cm 934 円
（ ブックレット群馬大学 5 ）
【TRC 新刊案内 1618 号】

みどり市地震防災マップ（揺れやすさマップ）
（地域の危険度マップ）
みどり市建設課/発行
2009.3 折りたたみ 42 × 60cm
【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 5/6】

要覧 平成２１年度
群馬県生涯学習センター/編集･発行
2009.4 20p 30cm

平成２１年５月

4 自然科学

承継予算（専決処
合併承継予算

前橋市公民館事業概要 平成２０年度
前橋市教育委員会/発行
2009 185p 30cm

臨時市議会議案説明資料
（条例関係）
前橋市/発行
2009 25p 30cm
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5 技術･工学･家政学･生活科学

6 産業

足尾を語る会会報 第１３号
足尾を語る会/発行
2009.5 73p 21cm

【受贈】

環境森林部事業概要
群馬県/発行
2009 60p 30cm

【受贈】

企業サポートガイド 平成２１年度中小企業支援
施設のご案内
群馬県産業経済部産業政策課/編集･発行
2009.4 85p 30cm
【受贈】

平成２１年度
群馬県畜産試験場研究報告
平成２１年３月
群馬県畜産試験場/発行
2009.3 101p 30cm

きかんしゃ
小賀野実/写真・文 ポプラ社/発行
2009.5 [16p] 18 × 19cm 350 円
（ 350 シリーズ ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1620 号】
群馬の土木技術
土木学会関東支部群馬会/発行
2009.3 262p A4 判

第１５号

群馬県農業技術センター研究報告
平成２１年３月
群馬県農業技術センター/発行
2009.3 170p 30cm

【受贈】
第６号
【受贈】

主要農作物作況調査成績書 平成１８年度
（水稲、コンニャク、小麦）
群馬県農政部農政課/発行
2009 63p 30cm
【受贈】

【上毛 5/22】

重伝建の町がひらく郷土 シルクカントリーin桐
生 絹の物語未来へ
群馬県企画部世界遺産推進室・フィールドミュ
ージアム｢ 21 世紀のシルクカントリー群馬｣推
進委員会/発行
2009.3 49p 30cm
【受贈】

大規模小売店舗の地域貢献ガイドライン
群馬県産業経済部商政課/発行
2009.3 16p 30cm
【受贈】

工務店カタログ すみかくらぶ ２００９
すみかくらぶ/編 上毛新聞社/発行
[2009.3]
【上毛すみかくらぶ 5/14】
重要文化財旧富岡製糸場 鉄水溜・烟筒基部 保
存修理工事報告書
文化財建造物保存技術協会/編集 富岡市/発行
2009.3 39p 写真 18p 図面 7p 30cm 【受贈】

畜産施策の概要 平成２１年度
群馬県農政部畜産課/発行
2009 48p 30cm

【受贈】

畜産施策の実績 平成１９年度
群馬県農政部畜産課/発行
2008 41p 30cm

【受贈】

[利根沼田]みのりの里スタンプラリー
[新アグリトピアとねの創造プロジェクト実行
委員会/発行]
2009
【上毛 5/31】

しんかんせん ２
小賀野実/写真・文 ポプラ社/発行
2009.5 [16p] 18 × 19cm 350 円
（ 350 シリーズ ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1620 号】

旅券発給業務の概要 平成２０年
群馬県パスポートセンター/発行
2009.3 19p 30cm
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【受贈】

〔2009.6〕

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

9 文学

石内都Infinity∞身体のゆくえ Ishiuchi Miya
ko Infinity∞
石内都/著 求龍堂/発行
2009.4 177p 26cm 2500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1618 号】

証(あかし) 句歌集
工藤香泉/著 あさを社/発行
2009.5 179p 20cm
著者は前橋市在住

【受贈】

海老塚耕一展 呼吸する風の肖像
渋川市美術館・桑原巨人彫刻美術館/発行
2009.3 43p 30cm
【受贈】

あの日あの時 上毛新聞ひろば朝日新聞群馬版投
稿文集 第２集
小林禎仁/著･発行
2009.5 511p 22cm
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 6/14】

大正・昭和の乙女デザイン ロマンチック絵はが
き
山田俊幸/監修 ピエ・ブックス/発行
2009.5 191p 21cm 2400 円
竹久夢二が描いた絵はがき収録
【TRC 新刊案内 1619 号】

安吾戦国痛快短編集
坂口安吾/著 PHP 研究所/発行
2009.5 266p 15cm 400 円
（ PHP 文庫 さ 17-2 ）
【TRC 新刊案内 1619 号】
生きめやも
倉田東平/著
個人誌『定年のち時々青春』発行会/発行
2009.5 355p 20cm 2835 円
著者は高崎市在住
【受贈】

The rising generation６ 新井淳一 カナイサ
ワコ
渋川市美術館・桑原巨人彫刻美術館/発行
2008.12 三つ折り 30 × 63cm
【受贈】
旅－書とともに－ 書作集
江森英夫/著[･発行]
[2009.5] 120p A4 判
著者は館林市在住

一休
木暮正夫/文 ポプラ社/発行
2009.5 166p 18cm 570 円
（ ポプラポケット文庫 072-8 ）
木暮氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1618 号】

【上毛 5/30】

富岡市の文化財
富岡市教育委員会文化財保護課/編集
富岡市教育委員会/発行
2009.3 101p 30cm
【受贈、上毛 5/31】

糸ざくら 句集
大沢和世/著･発行
[2009.5] 171p 四六判
著者は伊勢崎市在住

みどり市文化財マップ
みどり市教育委員会文化財課/発行
2009 折りたたみ 52 × 73cm
【受贈、上毛 5/23】

【上毛 5/31】

女ひと 随筆
室生犀星/著 岩波書店/発行
2009.5 258p 15cm 600 円
（ 岩波文庫 31-066-4 ）
【TRC 新刊案内 1620 号】
花袋と 鷗 外 －その通時的関係－覚え書き(一)－
渡邉正彦/著･発行
2009.3 28 ～ 51p 21cm
『湘南文学』(東海大学日本文学会)第 43 号の
抜き刷り
著者は前橋市在住
【受贈】

8 語学

朔太郎と前橋
波宜亭倶楽部/著･編集
萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館
/発行
2009.3 231p 21cm 1000 円
【受贈、上毛 5/12･6/6、産経 6/5】

〔2009.6〕
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春蘭 歌集
猿谷ユリ子/著[･発行]
2009.5
著者は安中市在住

落書き屋 随筆集
野村豊/著･発行
2009.4 224p 20cm
著者は太田市在住

【上毛 5/27】

【受贈、上毛 5/22】

小説横浜開港物語 佐久間象山と岩瀬忠震と中居
屋重兵衛
山本盛敬/著 ブイツーソリューション/発行
2009.5 278p 19cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1618 号】
戦前の秘境ニューギニア原住民に学ぶ
飯島榮一郎/著･発行
2006.8 14p 26cm
飯島氏は館林市在住

県関係者の一般著作
足利尊氏と直義 京の夢、鎌倉の夢
峰岸純夫/著 吉川弘文館/発行
2009.6 5,190p 19cm 1700 円
（ 歴史文化ライブラリー 272 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1620 号】

【受贈】

てのひらたけ
高田侑/著 双葉社/発行
2009.5 261p 20cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1620 号】

親になれない親たち 子ども時代の原体験と、親
発達の準備教育
斎藤嘉孝/著 新曜社/発行
2009.4 10,194p 19cm 1900 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1618 号】

ピースサイン 2 崇也、永遠に続く時間を生き
ろ!!
滝澤由美子/著 文芸社/発行
2009.5 208p 19cm 1400 円
著者は群馬県在住 【TRC 新刊案内 1618 号】

海岸線の歴史
松本健一/著 ミシマ社/発行
2009.5 258p 20cm 1800 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 5/24、TRC 新刊案内 1618 号】

淵(ふち) 短歌同人誌 第178号
淵の会/発行
2009.3 40p 21cm
｢見る・視る・観る｣松田治男(群馬県在住)/著
収録
【受贈】

鍛え・育てる 教師よ!「哲学」を持て
深澤久/著 日本標準/発行
2009.5 197p 21cm 1800 円
著者は高崎市の公立小学校教諭
【TRC 新刊案内 1620 号】

淵(ふち) 短歌同人誌 第179号
淵の会/発行
2009.5 40p 21cm
｢春風に載りて｣松田治男(群馬県在住)/著収録
【受贈】
兵隊の足跡 続
飯島榮一郎/編集 館林市多々良軍恩会/発行
2007.7 250p 26cm
飯島氏は館林市在住
【受贈】
螢

句集
永山比沙子/著･発行
2009.4 210p 20cm
著者は安中市在住

北村透谷 没後百年のメルクマール
平岡敏夫/著 おうふう/発行
2009.4 318p 22cm 4000 円
著者は群馬県立女子大学名誉教授
【TRC 新刊案内 1618 号】
北村透谷と国木田独歩
平岡敏夫/著 おうふう/発行
2009.4 223p 20cm 2800 円
著者は群馬県立女子大学名誉教授
【TRC 新刊案内 1618 号】

【受贈】

前橋文学 第５号 特集・映画論
前橋文学会/発行
2003.5
62p 21cm 500 円

【受贈】

前橋文学 第６号
前橋文学会/発行
2007.11 80p 21cm

500 円

【受贈】

前橋文学 第７号
前橋文学会/発行
2009.6
70p 21cm

500 円

【受贈】

近現代の日本文化
新保哲/編著 北樹出版/発行
2009.5 231p 22cm 2500 円
岩瀬誠著｢植村正久の神道理解｣｢日本的キリス
ト教徒佐藤定吉の宗教観｣収録
岩瀬氏は邑楽郡大泉町在住
【受贈】
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〔2009.6〕

クワガタムシ観察ブック
筒井学/文・写真 小田英智/構成
偕成社/発行
2009.6 39p 24cm 1200 円
著者はぐんま昆虫の森の飼育責任者
【TRC 新刊案内 1620 号】

マンダラの謎を解く 三次元からのアプローチ
武澤秀一/著 講談社/発行
2009.5 253p 18cm 740 円
（ 講談社現代新書 1994 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1620 号】
ものしりなぜ・なに?どうして? へえ、そうなん
だぁ!
本間正夫/著 主婦の友社/発行
2009.5 158p 19cm 800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1618 号】

訓読み漢字学習書
守矢節/著 文芸社/発行
2009.6 267p 19cm 1200 円
著者は高崎経済大学卒業
【TRC 新刊案内 1620 号】

やってみよう！にほんごかんたん！
群馬大学大学院教育学研究科所澤研究室/発行
2009.3 52p 26cm
【受贈】

コ・メディカルのための研究ガイド 論文作成か
ら口述発表、留学までを徹底ナビ!
下瀬川正幸/監修
日本放射線技師会出版会/発行
2009.4 255p 21cm 3000 円
著者は群馬県立県民健康科学大学教授
【TRC 新刊案内 1619 号】

視聴覚資料

これでなっとく!数学入門 無限・関数・微分・
積分・行列を理解するコツ
瀬山士郎/著
ソフトバンククリエイティブ/発行
2009.4 286p 21cm 1600 円
著者は群馬大学教育学部教授
【TRC 新刊案内 1618 号】

片品村の暮らしと伝統文化
片品村教育委員会/発行
2009 約 50 分

【受贈】

妙(たえ)なる玄米
満永衡盈/著 あさを社/発行
2009.5 289p 19cm

【受贈】

星野すみれによる大河原力ピアノ作曲集 (CD）
星野すみれ/ピアノ演奏 大河原力/曲
TMA レコード/発行
[2009.4] 9 曲 2500 円
大河原氏は前橋市在住 【群馬よみうり 5/8】

電子資料

バスフィッシング BASS FISHING
ヒロ内藤/著 つり人社/発行
2009.6 144p 24cm 1200 円
（ 野に憩う魚と遊ぶパスポート ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1620 号】

水質測定結果 大気環境調査結果 平成１９年度
（CD-ROM）
群馬県環境森林部環境保全課/発行
[2009]
【受贈】

マエストロ・コバのさらりとコード学
小林俊司/著
ヤマハミュージックメディア/発行
2009.5 87p 21cm 1200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1618 号】

〔2009.6〕

【上毛 5/18】

第29回草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティ
ヴァル (CD）
[草津夏期国際音楽アカデミー/発行]
カメラータ･トウキョウ/発売
[2008] 2 枚組
【受贈】

司馬遼太郎が発見した日本 『街道をゆく』を読
み解く
松本健一/著 朝日新聞出版/発行
2009.5 262p 15cm 700 円
（ 朝日文庫 ま 25-2 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1618 号】
生活綴方実践史研究
北岡清道/著 溪水社/発行
2009.5 328p 22cm 4500 円
著者は群馬大学名誉教授

(DVD）
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〔2009.6〕

